
【資料7】

令和元年度　戸隠・鬼無里情報局　タイトル一覧表

月 週 放送タイトル 地区

4月 ５～１１ 鬼無里保育園卒園式 鬼無里

とがくし保育園卒園式 戸隠

１２～１８ 鬼無里保育園入園式 鬼無里

戸隠保育園入園式 戸隠

「５年目を迎える妙高戸隠連山国立公園」写真展 戸隠

１９～２５ 鬼無里小中学校入学式 鬼無里

戸隠小学校入学式 戸隠

戸隠山雪中酒 蔵開き 戸隠

２６～５/２ 戸隠中学校 入学式 戸隠

鬼無里を「持続可能な地域」に 鬼無里

すこやか学級 新年度スタート 戸隠

5月 ３～９ 戸隠大山桜 観桜会 戸隠

ちょっくらきなさ市 新年度スタート 鬼無里

信州古民家の宿 燕 オープン 鬼無里

１０～１６ 奥裾花自然園で安全祈願祭 鬼無里

鬼無里 再生可能エネルギー施設完成 鬼無里

戸隠地質化石博物館 大型連休でにぎわい 戸隠

１７～２３ 戸隠 白樺荘でミズバショウ満開 戸隠

田頭集落 郷土史「たがしら物語」発刊 戸隠

鬼無里 みどりの少年団 奥裾花を探検！ 鬼無里

２４～３０ 地区外からも 鬼無里のびのび子育て学級 鬼無里

鬼無里 田植え日和 鬼無里

戸隠の子どもたち 森林植物園へ 戸隠

３１～６/６ ブナの幼木 鬼無里中生徒が育成 鬼無里

地域おこし協力隊 水谷さんインタビュー 戸隠

ちょっくらきなさ市 ふるまいが好評 鬼無里

6月 ７～１３ 戸隠小学校運動会 戸隠

鬼無里小児童 杉の間伐体験 鬼無里

戸隠中学校 赤ちゃん登校日 戸隠

１４～２０ 千葉県の中学生が鬼無里で民泊 鬼無里

鬼ら里カフェ 地域の子ども見つめて 鬼無里

戸隠小学校運動会 戸隠

２１～２７ 鬼無里フットパス ３年目のコース作り 鬼無里

戸隠山 開山祭 戸隠

戸隠で離乳食教室 戸隠

２８～７/４ 鬼無里でトガクシショウマ栽培講習会 鬼無里

＜動画放送＞
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奥裾花渓谷ウォーク 鬼無里

戸隠神社奥社叢 保存に向け準備会 戸隠

7月 ５～１１ 鬼無里：鬼無里 地域防災力向上目指し研修会 鬼無里

②戸隠：戸隠グラウンド 住民が草刈り 戸隠

③戸隠・鬼無里：戸隠と鬼無里の園児 サッカー教室 戸隠・鬼無里

１２～１８ 鬼無里のびのび学級 お母さんたちの悩み解決 鬼無里

「歌で認知症予防を」鬼無里平地区で講座 鬼無里

大学生ら 戸隠で無農薬の酒米づくり 戸隠

１９～２５ 「鬼無里に魅せられて ２０１９」三人展 鬼無里

観光のニーズ変化に対応を 戸隠で研修会 戸隠

空から見る故郷 鬼無里でドローン講座 鬼無里

２６～８/１ 戸隠 献納そばの種まき 戸隠

親子で探検 戸隠森林植物園 戸隠

鬼無里保育園 夏祭り 鬼無里

8月 ２～８ 戸隠そばフェス 戸隠

鬼無里児童ら夏休みへ 盆踊りの練習も 鬼無里

鬼無里の「鬼ティー」 注文受け付け中 鬼無里

９～１５ 戸隠地質化石博物館 夏休みでにぎわう 戸隠

豊岡荘 盆踊りと花火の夕べ 戸隠

鬼無里に金メダリストがやってきた！ 鬼無里

１６～２２ 鬼無里の女性グループ 盆花づくり 鬼無里

戸隠保育園 七夕祭り 戸隠

戸隠もののけまつり 戸隠

２３～２９ 鬼無里ふるさと夏祭り 鬼無里

戸隠地区 成人式 戸隠

信州戸隠もののけ祭り やぐら立つ！ 戸隠

３０～９/５ 夏の終わりに 鬼無里ソフトボール大会 鬼無里

東京の生徒 戸隠の地層学ぶ 戸隠

戸隠中学校 生徒が農業・職場体験 戸隠

9月 ６～１２ 第１回信州戸隠「もののけ祭り」 戸隠

とがくし保育園 プールに「ありがとう」 戸隠

鬼無里 懐かしのビデオ上映会 鬼無里

１３～１９ 鬼無里保育園 祖父母参観 鬼無里

戸隠小６年生 精進料理体験 戸隠

もののけ祭り 終演 戸隠

２０～２６ 豊岡神社 秋祭り 戸隠

里山で林業体験「もりガール」 鬼無里

鬼無里 木曽義仲ゆかりの会 鬼無里
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27～10/3 映像作家 尾上さん 戸隠で個展 戸隠

鬼無里でスポーツ吹き矢人気 鬼無里

旧戸隠バードライン復活願い 市長に要望 戸隠

10月 ４～１０ 鬼無里中学校 鬼中祭 鬼無里

とがくし保育園 運動会 戸隠

１１～１２ 戸隠：戸隠献納そば 刈り取り 戸隠

②戸隠：信州ｇｏｅｎプロジェクト 酒米収穫 戸隠

③鬼無里：鬼無里小中学校 第３９回運動会 鬼無里

１９～２４ 全国へき地教育研究大会 長野大会 鬼無里

戸隠 中村バス停に待合室が完成 戸隠

鬼無里保育園運動会 鬼無里

２５～３１ 戸隠小学校 校内音楽会 戸隠

11月 １～７ 鬼無里小学校・中学校 校内音楽会 鬼無里

８～１４ 戸隠 人権を考えるつどい 戸隠

鬼女紅葉祭り〜戸隠〜 戸隠

鬼女紅葉祭り〜鬼無里〜 鬼無里

１５～２１ 第５０回戸隠そば祭り 半ざる食べ歩き実施中 戸隠

戸隠小６年生 地域学習の成果発表 戸隠

鬼無里を元気に 中学生がイベント開催 鬼無里

２２～２８ 鬼無里の湯 ふれあいサロン 鬼無里

根曲がり竹でスノーシューを作ろう 戸隠

戸隠中１年生 「戸隠おろし」を収穫 戸隠

29～12/5 鬼無里で野沢菜漬け体験会 鬼無里

鬼無里上新倉区健康教室 鬼無里

戸隠小学校 児童の遊び場完成 戸隠

12月 ６～１２ 鬼無里両京地区で蕎麦打ち教室 鬼無里

鬼無里でスポーツリズムトレーニング 鬼無里

戸隠そば焼酎 １０年目の販売始まる 戸隠

１３～１９ 戸隠公民館 文化芸能祭り 戸隠

鬼無里で人権のつどい 鬼無里

２０～３１ 戸隠スキー場オープン・安全祈願祭 戸隠

子どもたちがしめ縄づくり 鬼無里

鬼無里でそば打ち体験 鬼無里

1月 １～９ 戸隠・鬼無里より新年のご挨拶 戸隠・鬼無里

１０～１６ 令和元年度 鬼無里地区成人式 鬼無里

戸隠神社へ初詣 今年の抱負 戸隠

※１３日（日）～１８日（金）は台風１９号災害による特別編成のため、情報局の放送はなし
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令和元年度　戸隠・鬼無里情報局　タイトル一覧表

１７～２３ 令和２年　消防団出初式 戸隠・鬼無里

鬼無里中学校　全校書き初め 鬼無里

戸隠神社中社で雪中酒の蔵置き 戸隠

２４～３０ 鬼無里 新年最初のわんぱく教室 鬼無里

戸隠宇和原地区でどんど焼き 戸隠

戸隠中学校 ビブリオバトル 戸隠

３１～２/６ 鬼無里で森あそび森まなび 鬼無里

戸隠どんど焼き祭り 戸隠

2月 ７～１３ 戸隠神社 追儺祭 戸隠

鬼無里・松巌寺で節分会 鬼無里

戸隠に移住 作家の大矢千尋さん 戸隠

１４～２０ とがくし保育園“こころ”の鬼退治 戸隠

鬼を追い払え　鬼無里保育園で豆まき 鬼無里

アイスキャンドルに思いをこめて 鬼無里

２１～２７ 戸隠公民館連続講座・冬にチャージ 戸隠

鬼無里で公共施設を考えるワークショップ 鬼無里

国道４０６号をより安全な道路へ 要望書提出 鬼無里

２８～３/５ 第１５回鬼無里地区卓球大会 鬼無里

冬の山に学ぶ 戸隠

元気いっぱい「のびのび子育て学級」 鬼無里

3月 ６～１２ 戸隠神社・中社大鳥居 建て替えへ 戸隠

鬼無里のこれからの観光を考える 鬼無里

１３～１９ 第１回中部寿会ペタンク大会 鬼無里

１９８１年製作 映画「戸隠の四季」 戸隠

２０～２６ 鬼無里のちょっくらオープン 鬼無里

戸隠竹細工・箕づくりの技を伝承 戸隠

２７～４/２ 戸隠中学校卒業証書授与式 戸隠

鬼無里中学校卒業証書授与式 鬼無里

合計 138本放送タイトル数
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令和元年度　戸隠・鬼無里情報局　タイトル一覧表

■6月
①戸隠公民館「新刊図書」お知らせ ②戸隠公民館「地区外めぐり 北信濃の歴史と文化に
触れる 第二弾」参加者追加募集 ③鬼無里公民館「ときめき講座 お菓子づくり教室」受講
生募集 ④戸隠地区住民自治協議会「草刈りやろうよ隊」募集 ⑤戸隠公民館「愛唱歌を楽
しむ会」開催 ⑥市保健所 健康課「筋肉・関節（ロコモ）講座」受講者募集 ⑦鬼無里地区
住民自治協議会 手をつなごう会「草刈り活動」お知らせ ⑧市保健所 健康課「不妊カウン
セラーによる不妊・不育症相談」開催 ⑨鬼無里ふるさと資料館「ロビー展示『鬼無里の木
食仏～サンキョさんの祈り～』『祭り屋台を知ろう！展示ガイド』」開催　など

■4月
①市地域包括ケア推進課「はつらつ・ミニ体操」放送開始　②県精神保健福祉センター
「アルコール・薬物・ギャンブルでお悩みの方へ　当事者・家族グループミーティング」
案内
③県精神保健福祉＜文字放送による主なお知らせ＞センター ひきこもり支援センター「２
０１９年度 青年期グループ」案内　④鬼無里在宅介護支援センター「大人のラジオ体操を
しましょう」開催　⑤奥裾花ダム「ダム管理訓練」実施　⑥戸隠診療所「ゴールデンウ
イーク中の内科休診」お知らせ　⑦鬼無里農林産物直売所ちょっくら「ちょっくらきなさ
市」開催　⑧戸隠公民館「講座『歴史と自然を歩く』」参加者募集　⑨市保健所 健康課
「肩こり改善＆血管しなやか運動講座」参加者募集
　など

■5月
①ＮＰＯ法人 戸隠森林植物園ボランティアの会「戸隠森林植物園『自然観察会』『戸隠高
原バードウオッチング』」開催　②鬼無里農林産物直売所ちょっくら「ちょっくらきなさ
市」開催　③鬼無里在宅介護支援センター「第２回鬼無里まめったい塾 介護者教室」開催
④戸隠診療所「内科休診」お知らせ　⑤戸隠公民館「愛唱歌を楽しむ会」開催
⑥中央消防署 鬼無里分署「普通救命講習会」開催　⑦鬼無里地区住民自治協議会 手をつ
なごう会「草刈り活動」お知らせ　⑧戸隠公民館「講座『歴史と自然を歩く』」参加者募
集　⑨戸隠公民館「花と緑を育てる学習会『トガクシショウマ栽培講座』」開催　⑩戸隠
公民館「地区外めぐり 北信濃の歴史と文化に触れる 第二弾」参加者募集　など

＜文字放送による主なお知らせ＞

■7月
①戸隠森林植物園「戸隠ヒメボタル観察会」「自然観察会」開催 ②鬼無里在宅介護支援セ
ンター「鬼無里まめったい塾第３回 介護予防教室」開催 ③戸隠公民館「講座『歴史と自
然を歩く』」参加者募集 ④長野交通安全協会戸隠支部「夏の交通安全やまびこ運動」実施
⑤裾花ダム管理事務所「裾花・奥裾花ダム見学会」開催 ⑥戸隠公民館「すこやか学級」
「子育て応援講座」開催 ⑦長野行政監視行政相談センター「行政相談所」開設 ⑧戸隠公
民館「夏休み こども体験教室」参加者募集 ⑨市家庭・地域学びの課「戸隠地区 夏の成人
式」開催 ⑩市保健所 健康課「不妊カウンセラーによる不妊・不育症相談」実施
　など
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■8月
①市戸隠支所・市鬼無里支所「お盆期間中 市営バス運休」お知らせ
②戸隠診療所「お盆期間中 内科休診」お知らせ
③鬼無里地区住民自治協議会・鬼無里介護サービスセンター「第２回鬼無里介護サービス
センター夏まつり」お知らせ
④鬼無里診療所「休診」お知らせ
⑤鬼無里地区住民自治協議会 手をつなごう会「草刈り活動」お知らせ
⑥戸隠公民館「講座『歴史と自然を歩く』」参加者募集
⑦市保健所 健康課「不妊カウンセラーによる不妊・不育症相談」実施
⑧道路の通行止め案内　など

■9月
①戸隠公民館「新刊図書」お知らせ ②長野交通安全協会 戸隠支部「秋の全国交通安全運
動」お知らせ ③鬼無里診療所「休診」お知らせ ④土合温泉 森林囃子「入浴施設休止」お
知らせ ⑤戸隠地区住民自治協議会「草刈やろうよ隊」募集 ⑥市戸隠支所「暮らしの中の
悩み事相談所」開設 ⑦戸隠診療所「内科休診」お知らせ ⑧戸隠公民館「愛唱歌を楽しむ
会」開催 ⑨戸隠公民館「講座『歴史と自然を歩く』」参加者募集 ⑩戸隠公民館「花と緑
を育てる学習会『秋の寄せ植え』」参加者募集
など

■10月
※１３日（日）～台風１９号災害による特別編成のため、文字放送はなし
①鬼無里在宅介護支援センター「鬼無里まめったい塾第９回 介護予防教室」開催
②鬼無里共同作業所てづくな「家庭用紙資源物回収」お知らせ
③戸隠公民館「長野市交響楽団員演奏会 お山の音楽会イン戸隠公民館」開催
④戸隠診療所 内科「インフルエンザワクチン予防接種」お知らせ
⑤鬼無里公民館 上里分館「やさしい木工講座」参加者募集
⑥戸隠公民館「根曲がり竹を使ってスノーシュー作り」参加者募集
⑦戸隠公民館「戸隠 秋写真展に向けての講習会」開催　など

■11月
台風19号災害関連情報

■12月
台風被害生活情報提供
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■1月
台風被害生活情報提供

■2月
台風被害生活情報提供

■3月
台風被害生活情報提供
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